
基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野１「安全で安心して暮らせる社会づくり」（県民の不安を解消し、日々安心して生活が送れるよう、災害に強く、事件や事故に遭わない、安全に暮らせる社会づくりを進めます。） 
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①犯罪の起こりにくいまちづくりの推進 

目標：犯罪の起こりにくい安全で安心な地域

社会をつくります。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

502,569 千円 目標を達成 ７ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

511,279 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1) 地域の犯罪防止に大きな役割を担う自主防犯

団体を支援するため、市町村への補助を通じて

防犯パトロール用資機材や講習会の経費等を

助成しました。 

(2) 広報紙や県警ホームページを活用し、県民の身

近で発生する犯罪情報を周知し、県民一人ひと

りの防犯意識の高揚に努めました。 

課題 

(1) 資機材等に係る補助事業は、補助対象が市町村

に限定されていたため、自治会等のニーズに応

えることができませんでした。 

(2) 刑法犯認知件数が減少傾向にあるものの、未だ

ひったくり等県民の身近で発生する犯罪が多

く治安の改善に向けた一層の取組が必要です。 

今後の取組 

(1) 防犯パトロール用資機材の補助については、新

たに自治会等を補助対象に追加し、自主防犯団

体活動の充実を図ります。 

(2) 県民の自主防犯意識の醸成等を図るため的確な

情報提供を推進します。 

②災害に強い県づくりの推進 

目標：地震や風水害など災害に強い体制づく

りと防災基盤の整備を進めます。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

26,992,702 千円 目標を達成 ４ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

13,220,455 千円 目標に届いていない ２ 
施策の概要（例） 

(1) 防災関係機関と連携した防災訓練の実施や、住

宅用火災警報器の普及啓発を推進しました。 

(2) 自主防災組織の設置促進のため、防災用資機材

の整備等の補助を行いました。 

課題 

(1) 近年増加傾向にある「火災による死者数」は高

齢者の占める割合が高いことから、高齢化の進

展が死者数を増加させている一因です。 

(2) 千葉県の自主防災組織活動カバー率は、全国平

均（73.5%：Ｈ21.4.1 現在）よりも低いため、

一層の取組が必要です。 

今後の取組 

(1) 火災による死者数の減少には住宅用火災警報

器の設置が有効ですが、高齢者は個人では設置

が困難な状況が考えられるので、設置促進のた

めの対策が必要です。 

(2) 自主防災組織設置に係る防災用資機材の整備

については、ＨＰで、その必要性や具体的な活

動、支援制度の広報を行うことにより補助制度

を周知し、自主防災組織設置促進に繋げます。 

③危機管理体制の確立 

目標：様々な危機に迅速に対応できる体制づ

くりに取り組みます。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

510,096 千円 目標を達成 ３ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 

495,362 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1) 危機管理及び国民保護の施策等を広く県民に周

知するため危機管理フォーラムを実施したほ

か、職員の危機対応能力の向上を目的とした危

機管理対応者研修会を４回開催しました。 
(2) 健康危機の未然防止や健康被害の拡大防止を図

るため医療関係団体などで構成する「地域健康

危機管理推進会議」等を開催し、正しい情報の

把握と迅速かつ的確な初期対応を行いました。 
課題 

(1) 危機発生時におけるリーダーシップの発揮を目

的に管理職を対象とした研修を実施しました

が、より迅速な初動対応を図るためには、対象

者の拡大が必要です。 
(2) 3 月に健康危機事案が立て続けに発生し、専門

職員の不足がありました。 
今後の取組 

(1) 管理職を対象に実施していた危機管理研修を

危機管理担当職員に対しても実施していきま

す。 
(2) 健康危機事案に係る健康福祉センターの職員

等に対する専門的な知識や技術の習得のため

の研修を引き続き実施します。 

④交通安全県ちばの確立 

目標：交通安全に対する意識の向上や、道路や

標識などの交通安全環境の整備、交通指

導・取締りの強化を図り、交通事故がな

い千葉県づくりを進めます。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

9,708,057 千円 目標を達成 ５ 
決算見込額 目標を概ね達成 ― 

5,759,255 千円 目標に届いていない １ 
施策の概要（例） 

(1) 県、県警、関係機関・団体等が連携した四季の

交通安全運動や、自転車の安全利用をはじめと

する交通安全教育等を実施しました。 
(2) 飲酒運転や歩行者妨害等の悪質・危険・迷惑性

の高い違反に対する取締りを行うとともに、交

通取締用装備資機材を整備・拡充しました。 
課題 

(1) 交通事故死者数は減少傾向にあるものの、全国

的にみると千葉県は依然上位にあり、また、高

齢者の事故死者数が増加傾向にあることから、

引き続き交通事故防止に関する広報啓発活動

を強化していく必要があります。 
(2) 夜間、週末は交通事故が多発する傾向にあること

から、発生実態に応じた街頭活動等が必要です。 
今後の取組 

(1) 高齢者の交通事故防止対策を強化するととも

に、各種広報媒体を活用した広報啓発活動を推

進します。 
(2) 多角的な交通事故分析に基づき、各種装備資機

材を活用した適切かつ効果的な交通指導取締

りを推進します。 

⑤消費生活の安定と向上 

目標：県民が安全で、安心な消費生活を送るこ

とができる社会づくりを進めます。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

516,464 千円 目標を達成 ５ 
決算見込額 目標を概ね達成 ― 

372,325 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1) 消費生活に係る相談体制の強化（相談員及び相

談箇所数の増）や相談窓口の周知、相談員の養

成を進めました。 

(2) ヤミ金融や悪質商法については、国や各消費生

活センターなどの関係機関と連携を強化し、積

極的な取締りを行いました。 

課題 

(1) 現代の消費者問題は広域化・複雑化・悪質化し

てきており、また高齢者に対する消費者被害が

増大していることから、消費者の一番身近な市

町村における相談体制の充実が求められます。 

(2) 悪質・違法事業者に対し、適切に指導・取締り

を行うには関係団体との連携が必要です。 
今後の取組 

(1) 引き続き相談体制の拡充と相談員の養成を図

ります。また、広報紙等の利用による情報の提

供、相談窓口の周知の他、相談に対する羞恥心

の払しょくなど、相談についての意識改革のた

めの事業を実施します。 
(2) 近隣都県を始め、市町村や消費者関係団体等の

関係機関との連携を密にしていきます。 

【総括】 

政策分野１に掲げた６つの社

会目標は概ね順調に推移して

いますが、「火災による死者

数」は近年上昇傾向にあり、

２４年度目標の実現に向け

て、一層の取組が必要です。 

そのため、施策「災害に強い県づくりの推進」において、防災連携体制

の確立や地域防災力の向上等取組の強化を図り、引き続き安全に暮らせる

社会づくりに向けた取組を推進します。 

（施策①） 

予算額 38,229,888 千円 

決算見込額 20,358,676 千円 

進展が図られている ４ 

概ね進展が図られている １ 

一部の進展にとどまっています ― 
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基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野２「県民の生活を支える医療・福祉・健康づくり」（県民が地域で支え合い・助け合い、安心して生活できる地域社会を目指し、地域の医療及び福祉を支える体制の整備や人材確保対策などを進めます。さらに、県民一人ひとりの生涯を通じた医療・福祉・健康づくりを進めます。） 
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①安心で質の高い医療サービスの提供 

目標：県民が安心して良質な医療を効率的に受けら

れる体制を整備します。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

7,700,258 千円 目標を達成 ３ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

6,066,567 千円 目標に届いていない ２ 
施策の概要（例） 

(1) 千葉県共用地域医療連携パスをより使いやすい

ものとするため、県医師会・関係病院等とワー

キンググループを設置し検討を行い、疾病ごと

のパスの改良を図りました。 
(2) 医療機関と消防機関の連携を一層強化し、救急

患者の搬送時間の短縮を図るため、東葛飾地域

と香取海匝地域に救急コーディネーターを配置

しました。 

課題 

(1) 「千葉県共用地域医療連携パス」の活用・普及

により医療機関相互の連携を図るとともに、県

民にかかりつけ医等を一層持ってもらえるよう

普及啓発を行う必要があります。 
(2) 救急隊患者の平均搬送時間の短縮のため、山武

長生夷隅地域に新たに救急コーディネーターを

配置し、全県的なコーディネート体制を目指す

必要があります。 

今後の取組 

(1) 地域の病院や診療所などの役割分担と相互連携

の推進を図るため、引き続き「千葉県共用地域

医療連携パス」の活用・普及に係る会議やシン

ポジウムの開催などの主な取組を推進します。

地域医療再生臨時特例基金を活用した地域住民

への広報事業等において、県民にかかりつけ医

等を持ってもらえるよう普及啓発を行います。 
(2) 山武長生夷隅地域における新たな救急コーディ

ネーターの配置に向け、医療機関等の関係者に

よる検討会議を設置します。 

②生涯を通じた健康づくりの推進 

目標：県民の健康意識の高揚を図るとともに、ライ

フステージに応じた生活習慣病予防対策を

推進します。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
350,040 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 
338,690 千円 目標に届いていない ４ 

施策の概要（例） 

(1) 「食を通じた健康づくり」として、ライフステ

ージに応じた生活習慣病の予防を推進するた

め、学童期からの正しい生活習慣の定着等に関

する事業を展開しました。 
(2) がん予防、がん検診受診率向上の普及啓発やが

ん医療に携わる医療関係者の研修などを行う

ことにより、健康づくりの取組を進めました。 

課題 

(1) 学童期からの正しい生活習慣の定着を市町村

や県民に広く働きかける必要があると考えて

います。 
(2) 指標でがん検診受診率の目標を一部達成でき

なかったため、市町村、民間企業等と連携した

がん検診の普及啓発を展開する必要がありま

す。 

今後の取組 

(1) 学童期からの正しい生活習慣の定着に取り組

むとともに、高齢者を対象とした食生活の改善

を支援するなど、今後もライフステージに応じ

た生活習慣病の予防を推進します。 
(2) がん検診受診率向上のため、県民に身近な民間

企業等の窓口で啓発リーフレットを配布する

など市町村・民間企業と連携した普及・啓発を

実施します。 
 

③高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会

の構築 

目標：各地域のニーズに応じた介護サービス基盤の 

整備を推進します。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
16,544,369 千円 目標を達成 ３ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

9,108,520 千円 目標に届いていない ３ 
施策の概要（例） 

(1) 一層増大すると見込まれる施設介護のニーズに

対応するため、市町村と連携し、広域型特別養護 

老人ホームなどの整備を図りました。 
(2) 地域包括支援センター設置に関する市町村から

の相談窓口となり、設置を促進するとともに、地

域包括支援センターの職員が専門性を生かしな

がら、住民の多様なニーズや相談に総合的に対応

できるように研修等の支援をしました。 

課題 

(1) 24 年度以降の国の地方に対する支援内容が不明

なため、財源の確保が課題となっています。 
(2) 設置者である市町村における場所・人員・予算の

確保が今後の課題と思われます。 

今後の取組 

(1) 施設介護に対するニーズは、今後も一層の増大が

見込まれていることから、国への要望をはじめ、

財源の確保に向けた取組、検討を行いながら、特

別養護老人ホームの整備促進を図ります。 

(2) 引き続き地域包括支援センター設置のための相

談窓口となるとともに、地域包括支援センター職

員の資質向上のために研修等を実施します。 

 
 

④障害のある人がその人らしく暮らせる社

会の構築 

目標：障害のある人のライフステージに沿った福祉

サービスが提供され、障害のある人がその人

らしく暮らせる環境を整備します。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

1,270,099 千円 目標を達成 ５ 
決算見込額 目標を概ね達成 ― 

1,020,024 千円 目標に届いていない １ 
施策の概要（例） 

(1) 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者

のニーズに応じた多様な住まいの場として、グ

ループホームなどの整備促進とグループホーム

における生活の質的向上を図りました。 
(2) 障害者就業・生活支援センターを設置し、障害

福祉施設からの就労拡大をはじめとして、障害

のある人の就職、職場定着、離職時フォローな

どの支援を実施しました。 

課題 
(1) 小規模な一般住宅をグループホームに転用する

にあたっては、建築基準法等の規制により大規

模改修を行う必要があるため、その改修費が捻

出できず、整備を断念する事態がおきています。 
(2) 未設置の圏域では地域生活に必要な相談支援や

就労支援が不十分なため、全障害保健福祉圏域

（16 箇所）に障害者就業・生活支援センターを

設置する必要があります。 

今後の取組 
(1) 大規模な改修を伴わずに小規模な一般住宅の転

用を可能とするため、厚生労働省などの関係行

政庁に弾力的な取扱が行われるよう今後も申し

入れを行っていきます。 
(2) 障害者就業・生活支援センターを 23 年度は 16

箇所に増やし、生活支援を充実させます。また、

千葉県障害者就労事業振興センターを中心に障

害福祉施設の授産事業における販路拡大等に取

り組みます。 

 

⑤互いに支え合い、安心して暮らせる地域

社会づくりの推進 

目標：地域住民が互いに支え合い、安心して暮ら

せる地域コミュニティを再生します。 

総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

336,197 千円 目標を達成 ２ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 

335,284 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1) 福祉全般にわたる総合相談・地域住民の生活

支援を行う体制の整備を進めるため、福祉サ

ービスのコーディネート、福祉の総合相談、

権利擁護等を24時間365日体制で行う中核地

域生活支援センター事業を実施するととも

に、県内 13 圏域ごとに市町村と相談支援の機

能・普及方法等について意見交換を行いまし

た。 

(2) 高齢者の住まいや地域コミュニティの在り方

などについて一体的に考えるため、5 地区で    

アンケート(回収数 4,312 件)とインタビュー

による調査を実施しました。 

課題 
(1) 総合相談・生活支援に主体的な役割を担う市

町村の体制整備には時間を要するものと思わ

れます。 
(2) バリアフリー改修の促進等、「住み継(つづ)け」

を支援するための今後の施策を検討する必要

があります。 

今後の取組 
(1) 総合相談、生活支援を行う体制整備では、県

において中核地域生活支援センターを維持・

継続しながら、一層の機能の普及や市町村の

相談機関の支援を行ってまいります。 
(2) 福祉分野、建築分野などの有識者から成る協

議会を設置し、高齢者の福祉と住まいに関す

る研究をさらに深めるとともに、今後の施策

を検討します。 
 

【総括】 

政策分野２に掲げた４つの社会目標に

ついては、「救急隊患者平均搬送時間」を

除き伸長傾向にありますが、必要な取組

を講じているものの進展が遅れている施

策もあり、２４年度目標の実現に向けて、

一層の取組が必要です。 

そのため、医療体制の整備、ライフステージに応じた生活習慣病予防対策や介

護サービス基盤の整備等の取組強化を図るとともに、引き続き県民の生活を支え

る医療・福祉・健康づくりに向けた取組を推進します。 

自分が住み慣れた地域で安心して受診できる医療体制にある

と感じている県民の割合
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（施策①③） 

（施策①） 

（施策②③） 

（施策②③④⑤） 

予算額 26,200,963 千円 

決算見込額 16,869,085 千円 

進展が図られている １ 

概ね進展が図られている ２ 

一部の進展にとどまっています ２ 

 

※グラフの H24 は目標値 

(%) (%) 

(%) 
(分) 



基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野３「豊かな心と身体を育てる社会づくり」（国際化の進展による新たな価値の創造と、長く受け継がれてきた千葉県の文化に誇りと愛着を持てる社会づくり、生涯を通じてスポーツに親しむことができる社会づくりを進めます。） 
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現在居住している地域に住み続け
たい理由として、住み慣れて愛着

があると回答した県民の割合
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①国際交流・多文化共生の推進 

目標：国際交流、国際協力活動や、外国人県民にも暮らしやすい多文化共生社会づくりを展開し、国際社会で発

展する県づくりを推進します。 

総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 

46,295 千円 目標を達成 １ 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

34,723 千円 目標に届いていない － 

施策の概要（例） 

(1) ブラジル千葉県人会館の竣工記念式典に参加するとともに、姉妹提携 20 周年を迎えたアメリカのウィスコン

シン州との姉妹交流の一層の発展を確認するため知事がブラジルとアメリカを訪問しました(4,5 月)。国際交

流事業関係団体については、千葉ウィスコンシン協会の友好使節団がウィスコンシン州を訪問(9 月)、また友

好関係にあるドイツのデュッセルドルフ市を音楽やスポーツ使節団が訪問するとともに(5,8 月)、千葉県使節

団が同地での文化・市民交流祭「日本デー」(5 月)で千葉県ブースを出展するなど活発な交流活動を行いまし

た。ベトナムとの国際協力に関しては、平成 19 年度よりハノイ市と下水道、水環境教育分野での協力活動を

さらに推進するため「ハノイ市水環境改善理解促進事業」を実施しており、平成 22 年度も引き続き、専門家

の派遣及び研修員の受入を行いました。 

(2) 外国人県民に対し、県ホームページ「ちば国際情報ひろば」を通じた医療、教育、住宅、雇用、災害など生活

に密着した情報の提供や、「外国人テレホン相談」により、外国人県民が安全で快適な生活が送れるよう対応

しました。「外国人県民懇談会」「多文化共生社会づくりネットワーク会議」「多文化共生社会づくりセミナー」

を開催しました。県警ホームページに外国人集住地域総合対策のページを設置し、外国人県民向けの防犯や交

通安全に関する情報を掲載する等、効果的な広報活動に努めました。 

課題 

(1) 国際交流・協力団体数が増加傾向にあるのは、県民による草の根交流・協力の動きが広がってきたことによる

ものと思われることからも、国際交流・国際協力事業を活発化させるためには、多分野の新規団体の参加を得

る必要があります。 
(2) 東日本大震災の発生により、在住外国人向けに、緊急時を含めて外国語によって必要な情報提供を行うことの

必要性が再認識されました。 
今後の取組 

(1) 平成 23 年度は、東日本大震災の影響により、派遣・受入の案件が前年度より減少することも予想されますが、

千葉県の人材、文化、産業、歴史、施設など豊富なポテンシャルを生かし、アメリカ・ウィスコンシン州、ド

イツ・デュッセルフドルフ市との国際交流や、ベトナムでの国際協力活動を進めていきます。 

(2) 在住外国人向け情報提供については、災害関連情報を含め、最新の情報をタイムリーに提供できるよう外国語

による情報発信機能の充実を図ります。外国人テレホン相談については、より多くの外国人県民が利用できる

よう周知を図ります。外国人県民に対し、県警のホームページを活用しやすくするため、多言語（英語、中国

語、韓国語、ポルトガル語など）での情報提供基盤の充実を図ります。外国人県民が地域社会の一員として共

に生きていくために、外国人を支援する関係機関・団体との連携の充実を図ります。 

【総括】 

政策分野３に掲げた４つの社会目標のうち、国際交

流・団体数は増加しているものの、その他の３つの社会

目標は、前年度より若干減少しており、２４年度目標の

実現に向けて、一層の取組が必要です。 

特に、国際化の進展による新たな価値の創造と、長く

受け継がれてきた千葉県の文化に誇りと愛着を持てる社

会づくり、生涯を通じてスポーツに親しむことができる

社会づくりに向けた施策を展開し、豊かな心と身体を育

てる社会づくりに努めます。 

②ちば文化の創造と千葉県民のアイデンティティーの醸成 

目標：県民や関係団体、市町村などと連携し、多彩で個性あふれる本県の文化

を継承するとともに、新たな「ちば文化」を創造します。 
   県民の千葉県に対する愛着や誇りをはぐくみます。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 

1,232,926 千円 目標を達成 ２ 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

1,184,228 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 県民、関係団体や市町村などと連携して、「千葉・県民芸術祭」として28

事業(70,347人が参加)、学校における芸術鑑賞教室・県民芸術劇場公演を

92回開催したほか、千葉県少年少女オーケストラの活動支援などを実施し、

文化に親しめる環境をつくり、地域独自の文化芸術や歴史をまちづくりに

生かしたりするなど、新たな「ちば文化」の創造につながる施策を展開し

ました。 

(2) 県民の千葉を愛する心をはぐくむため、6月15日の県民の日を中心に、県、

市町村及び各種団体等において、311件の賛同行事が実施されました。 

課題 

(1) 団塊の世代や、新しく住人となった人々など、広範な層へ周知活動を行う

ことで各芸術文化団体への加入を促すとともに、新しい分野の文化団体の

千葉・県民芸術祭への参加を推進するなど、文化芸術活動を支えるための

仕組みづくりが必要です。 
(2) 県民のアイデンティティーの醸成には、中長期的視点で千葉県の魅力を広

く内外に発信することを、継続していく必要があります。 
今後の取組 

(1) 中長期的な視点に立ち、平成 23 年度に県の文化芸術振興の基本目標や施策

の方向性等を明らかにする「ちば文化振興計画（仮称）」を策定するととも

に、次世代を担う若者等による新たな文化創造の機運を高めるため、若者

が企画運営を行う「若者の文化芸術活動サポート事業」や地域の文化資源

を生かしたまちづくりの事例などを紹介する「文化資源活用シンポジウム

開催事業」を実施します。 

(2) 県内、県外に向けて、各地の多彩で個性あふれる千葉の文化や歴史、自然、

産業等に触れ、体感することのできる行事を県の各地域において、市町村

や各種団体等と連携して実施します。特に県民の日を中心とした賛同行事

等を紹介するパンフレットを作成し広くＰＲに努め、千葉県の魅力を発信

する機会の拡大に努めます。 

③スポーツの振興 

目標：スポーツを通じた健康づくりへの関心を高めることで、生涯スポ

ーツを振興します。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 

6,488,234 千円 目標を達成 ２ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

4,949,766 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1)「ゆめ半島千葉国体」において、天皇杯・皇后杯獲得の感動を選手と

県民が共に分かちあうとともに、国体後も高い競技力を恒常的に維

持するため、優れた能力を持つ選手の発掘や、指導者の育成などを

行い、競技団体と連携した強化活動に取り組みました。 

(2)地域に応じたスポーツ振興を推進するため、県民・市町村担当課等に

総合型地域スポーツクラブの有効性を啓発するために総合型クラブ

啓発研修会の開催や市町村訪問等を実施しました。 

課題 

(1) 成果をしっかり引き継いで県民の活力・県勢の発展につなげていく

ため、国体で培われた土壌を活かし、さらに県民がスポーツに親し

み、健康で活力ある生活を送ることができるよう、競技力向上に向

けた取組や地域と連携したスポーツ振興への取組を推進し、「スポー

ツ立県ちば」の実現に努めていく必要があります。 

(2) 総合型地域スポーツクラブの設立には、各市町村で運営の中心とな

る人材や施設の確保、既存のスポーツ団体との調整など様々な課題

を抱えています。また、県民全体に、総合型地域スポーツクラブの

有効性等を周知するための情報提供方法も課題となっています。 

今後の取組 

(1)「千葉県体育・スポーツ振興条例」に基づき策定された「競技力向上

推進総合計画」により、計画的に国体選手の活用や指導者養成等に関

する施策を展開し、国民体育大会での継続的な入賞や、ジュニア選手

の発掘・育成・強化など、競技力の恒常的な維持・発展を図ってまい

ります。 

(2)全市町村への総合型地域スポーツクラブ設置に向けて、様々な媒体を

通して県民への啓発活動や市町村への継続的な訪問を行うとともに、

設立の機運がみられる市町村への重点的な支援を行っていきます。地

域住民の自主運営によるスポーツクラブなので設立までには時間を

要しますが、１つ１つの課題をクリアできるよう支援していきます。 

成人の週1回以上のスポーツ実施率
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予算額 7,767,455 千円 

決算見込額 6,168,717 千円 

進展が図られている ― 

概ね進展が図られている ３ 

一部の進展にとどまっています ― 
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基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野４「みんなで守り育てる環境づくり」（将来の発展を支える本県の豊かな自然をしっかりと子どもたちに引き継ぐために、低炭素・資源循環・自然共生という３つの観点の下、環境の保全・再生に取り組むとともに、県民・企業・

行政などあらゆる主体の積極的な取組を促進します。） 

 
 
 

 
 

 

河川・湖沼・海域の水質環境基準
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家庭１世帯当たりのエネルギー使用量

（電気・ガス・灯油）の削減率（2002年比）
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①地球温暖化対策の推進 

目標：県民・事業者・市町村などあらゆる主体と連携し、二酸化炭素排出量を削

減します。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 

1,141,090 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

941,325 千円 目標に届いていない １ 

 

施策の概要（例） 

千葉県における二酸化炭素排出量の削減、省エネルギー化の推進を目的として 

(1) 市町村が実施する LED 照明等の省エネ改修への事業費補助、中小企業事業者

が実施する LED 照明や複層ガラス設置への補助を行いました。 

(2) 市町村が実施する太陽光発電設備等の新エネルギー設備設置への補助を行い

ました。また、バイオマス、風力発電、太陽光等の次世代のエネルギーに関

する理解の増進を図ることを目的とした「見学・体験型」の普及啓発施設（県

内 28 事業所）である次世代エネルギーパークについては、国から計画認定を

受け、今後、一元的に紹介する予定です。また、バイオマスのエネルギー利

用については、堆肥燃料化などの研究を行いました。 

課題 

(1) 省エネルギー化の推進やエネルギー分散確保の観点から、中小企業事業者を

対象とした補助制度については、対象設備を LED 照明や複層ガラス以外にも

広げる必要があります。 

(2) 地球温暖化の観点のみならず、東日本大震災に伴う電力需給低下に伴い、エ

ネルギー分散化の観点からも新エネルギーの導入促進をさらに進める必要が

あります。 
今後の取組 

(1) 中小企業者への補助対象設備に、遮熱フィルム、LED 照明以外の高効率照明、

太陽光発電システム等を追加するとともに、新築の建築物も対象としてまい

ります。 

(2) 新エネルギーについては、その導入促進を図るために市町村に対する支援を

引き続き行うとともに、新規支援策の検討や次世代エネルギーパークについ

て啓発を進めます。 

 

②資源循環型社会の構築 

目標：廃棄物の減量化とリサイクルを推進し、「もの」を大切にする社会を築

きます。県民・市町村などとの連携による監視や取締りを強化し、産

業廃棄物の新たな不法投棄を根絶します。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 

300,625 千円 目標を達成 ２ 

決算見込額 目標を概ね達成 ３ 

182,730 千円 目標に届いていない １ 

 

施策の概要（例） 

(1) 資源循環型のライフスタイルへの転換を進めるため、県民一人ひとりが容

易に実践できる取組（ちばエコスタイル）として、レジ袋削減に向けた「ち

ばレジ袋削減エコスタイル」や食品の食べ残しの削減に向けた「ちば食べ

きりエコスタイル」等の事業を展開しました。 
(2) 資源が無駄なく循環する再資源化システムの構築に向け、溶融スラグのア

スファルト骨材利用等、リサイクル製品の公共工事における利用を図りま

した。また、廃棄物処理業者等を対象に、リサイクル技術に対する知識及

び理解を深めるための研修会を開催しました。 

課題 

(1) 資源循環型の社会システムを構築するには、県民や事業者が自主的かつ積

極的に３Ｒに取り組むことができる仕組みをつくり、意識改革や実践活動

をさらに進めていく必要があります。 
(2) 廃棄物の発生抑制やリサイクルを一層促進するためには、リサイクル製品

の利用促進を図るとともに、リサイクル技術の普及の機会を増やすことが

必要であると考えます。 
今後の取組 

(1) ３Ｒの推進に向け、市町村・事業者等と連携・協働して「ちばエコスタイ

ル」の普及啓発に努めるとともに、容器包装廃棄物の分別収集を促進する

モデル事業を検討します。 
(2) 市町村等関係機関などへの働きかけや連携を強化し、引き続きリサイクル

製品の利用促進に取り組みます。また、先進的な技術を普及するための研

修会や個別事業者にリサイクルについての的確な助言をする制度の確立

に取り組みます。 

③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全 

目標：緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、様々な動植物が生息・生育する

里山・里海など本県の豊かな自然環境を保全します。光化学スモッグの少ない良好な大気環境

や、騒音の少ないくらしの確保を図ります。河川・湖沼・海域などの水環境や、土壌・地下水

などの地質環境を保全します。  
総括：進展が図られています 

予算額 主な取組 

2,504,200 千円 目標を達成 ６ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

1,850,341 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 大気汚染防止については光化学スモッグ情報の迅速な周知に努めたほか、エコカー・エコドライブ

の普及を推進しました。 

(2) 水質保全については東京湾・印旛沼・手賀沼に流入する生活排水や工場・事業場排水の汚濁物質の

削減に取り組みました。 

(3) 生物多様性の重要性の普及啓発を図るため、県民から身近な生き物の情報提供をうける生命（いの

ち）のにぎわい調査団事業を実施しました。 

課題 

(1) オキシダントについては、全測定局で環境基準が未達成であり、二酸化窒素については一部の自動

車排出ガス測定局で環境基準が未達成であるため、県民の健康被害を防止する必要があります。 
(2) 公共用水域の水質環境基準達成率は全国の値を下回る状況にあります。特に、閉鎖性水域の東京湾、

印旛沼及び手賀沼の水質改善には、多様な汚濁発生源に対する対策等を継続することが必要である

と考えられます。 
(3) 本県の豊かな生物多様性と健全な生態系を次世代に引き継ぐため、生物多様性の重要性の普及啓発

を図る必要があります。また、農作物等被害の軽減、生態系への影響の排除につとめる必要があり

ます。 
今後の取組 

(1) 大気環境については監視を継続するとともに、光化学スモッグ発生時には速やかに注意報等を発令

し、原因物質の排出事業者に対する立ち入り検査を実施し、効果的な指導を行います。 

(2) 水環境については、「全県域汚水適正処理構想」に基づく下水道整備等を推進するとともに、特に

閉鎖性水域である東京湾や印旛沼、手賀沼の水質改善を図るため、東京湾の第７次総量削減計画、

印旛沼及び手賀沼に係る第６期湖沼水質保全計画を策定してまいります。 
(3) 生物多様性の重要性の普及啓発を図るため、県民から身近な生き物に関する情報提供をうける生命

（いのち）のにぎわい調査団事業を推進します。また、農作物等被害の軽減を図るため、引き続き

イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を推進するとともに、生態系への影響を排除するためアカゲザル、カ

ミツキガメ等の特定外来生物の防除を推進します。 

【総括】 

政策分野４に掲げた６つの社会目標のうち「一人

１日あたりの一般廃棄物（ごみ）の排出量」は目標

値に達しています。また、５つの社会目標も概ね順

調に進んでいますが、２４年度目標の実現に向け

て、一層の取組が必要です。そのため、県民・事業

者・市町村などあらゆる主体と連携し、二酸化炭素

排出量の削減、電力消費の削減、自然環境の保全な

ど、みんなで守り育てる環境づくりに努めます。 

一人1日当たりの一般廃棄物
（ごみ）の排出量

1,1261,113
1,080

1,037
999 1,000

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

H17 H18 H19 H20 H21 H24  

産業廃棄物の再資源化率

60.0
58.3

55.6

58.0
58.9

61.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

H17 H18 H19 H20 H21 H24  

予算額 3,945,915 千円 

決算見込額 2,974,396 千円 

進展が図られている １ 

概ね進展が図られている ２ 

一部の進展にとどまっています ― 

 

（施策③） （施策①） （施策②） 
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※グラフの H24 は目標値 
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自然環境保全地域の拡大
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基本目標Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

政策分野１「みんなで支える子育て社会づくり」（子どもを安心して生み育てられる社会づくりを構築するため、地域社会全体で子育てを支援する体制づくりを進めます。さらに、子育てに関する多様なサービスの提供や仕事と子育てが両立できる職場環境を促進します。）  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

子どもを生み育てやすいと感じる家庭の

割合

75.0
73.2

68.6
70.067.0

69.0

71.0

73.0

75.0

77.0

H20 H21 H22 H24

 
 

保育所の待機児童数が50人以上の市町村数
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①子育てを支える環境の充実 

目標：保育サービスの充実を図るとともに、子育てを地域社会全体で支える環境を充実します。 

総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 
9,819,601 千円 目標を達成 ３ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 
9,322,001 千円 目標に届いていない １ 

 

施策の概要（例） 

(1) 平成 22 年度においては、子どもを安心して生み育てる社会環境づくりを促進するために、国の交付金により造成した基金を活用し、保育所の整備に努めた結果、定員を

約 2,000 人増加させることができました。また、国の基準を上回る数の保育士を配置した保育所に対し助成を行い、入所児童の処遇や保育士の待遇の改善を図りました。 

(2) 子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、実施主体である市町村の意向確認や説明会の開催、医師会・国保連合会等関係機関との調整、財源

の確保等を行い、子どもの医療費助成の対象者を、平成 22 年 12 月 1 日から入通院ともに小学校就学前から小学校 3 年生まで拡大しました。 

課題 

(1) 経済情勢の悪化を受けた家計収入の減少等の影響による就労を希望する子育て中の女性の増加等の社会要因により、依然として待機児童は生じており、特に都市部で保

育所は不足しています。 

(2) 県民や一部の市町村等より助成対象をさらに拡大して欲しいという要望がありますが、市町村の実情や県の財政事情等課題が多いため、実施主体である市町村の意向や 

県医師会等関係団体の意見を十分聞いた上で総合的に判断していく必要があります。 

今後の取組 

(1) 待機児童の解消に向け、保育所等子育て支援施設の整備を促進します。 

(2) 22 年度中に通院の助成が小学校 3年生まで拡大できなかった 1 市（千葉市）について、23 年度中に実施できるよう協力してまいります。 

今後の助成対象の更なる拡大について、実施主体である市町村の意向や県医師会等関係団体の意見を十分聞いた上で総合的に判断してまいります。 

【総括】 

政策分野１に掲げた２つの社会目標とも概ね順

調に推移しています。保育所定員数は順調に増加し

ているものの、経済情勢の悪化を受けた家計収入の

減少等の影響による就労を希望する子育て中の女

性の増加等の社会要因により、待機児童数について

は解消には至っておらず、引き続き保育所整備等の

促進が必要です。 

今後も、保育サービスの充実を図るとともに、子育てを地域社会全体で支援する環境

を充実させる取組みを推進します。 
 

予算額 9,819,601 千円 

決算見込額 9,322,001 千円 

進展が図られている ― 

概ね進展が図られている １ 

一部の進展にとどまっています ― 

 

22 年度に新設された保育所 

（施策①） （施策①） 

※グラフの H24 は目標値 

(%) 



基本目標Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

政策分野２「笑顔輝く、未来支える人づくり」（思いやりのある豊かな心と健やかな体、責任ある行動と自己表現ができる子どもや若者を育てるため、家庭・学校・地域がそれぞれの役割を果たし、連携した取組を進めていきます。） 

 
 
 

 
 

私立学校における教員（本務）一人当たりの生徒等の数
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子どもの教育・育成に対し、家庭・学校・地域の連携がなされ

ていると思う県民の割合
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学校評価における保護者アンケートにおいて、「子どもの様子

（規範意識や協調性）」に関する項目について「満足」「お

おむね満足」と回答をした保護者の割合
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①社会の中で個性が輝く「人間力」の醸成 

目標：豊かな心、確かな学力、健やかな体を持った

明るく元気な子どもたちを育てます。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

494,407 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 ３ 

503,507 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 道徳の映像教材を作成し、県内の全ての中学校

及び高等学校に配付するとともに、ボランティ

ア講座などにより、自他の生命を尊重すること、

人間としての在り方・生き方について考えるこ

となどに配慮した教育を推進しました。 

(2) 千葉の自然や恵みを生かした食育の推進や学童

期からの生活習慣の定着を目的としたモデル事

業、また、児童生徒の実態に応じた健康・体力

づくりを学校・家庭・地域で連携していく「い

きいきちばっ子健康・体力推進事業」などの実

施により、子どもたちの健康・体力づくりを推

進しました。 

課題 

(1) 道徳教育の手引きと映像教材を作成・配付しま

したが、今後は、具体的な取組の推進、実践が

課題となります。 

(2) 学童期の子どもの生活習慣改善のためには保護

者の生活改善を促すことが重要であり、継続

的・多面的なアプローチが必要です。 

今後の取組 

(1) 道徳教育推進委員会において、小学校用映像教

材の作成等について検討します。また、道徳教

材活用推進校との協力により、具体的な取組の

推進、実践に係る研究・検証を実施します。 

(2) 学童期の子どもが正しい生活習慣が実践できる

よう、モデル事業で得られた成果を研修会やイ

ベントを通じて広く市町村、県民に働きかけま

す。 

 

②学校を核とした家庭・地域教育力の向上 

目標：家庭と地域の教育力向上に取り組むととも

に、学校を中心とした地域づくりを推進しま

す。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

230,898 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

104,278 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 子育て中の親たちに対し、ウエブサイト「親力

アップいきいき子育て広場」を活用して情報発

信するとともにメール相談を実施し、家庭の教

育力の向上を支援しました。 

(2) 子どもたちが、親の働く姿に接することができ

るよう、企業等に「子ども参観日」の実施を働

きかけるとともに、企業の社員研修の中での家

庭教育支援講座を実施しました。 

課題 

(1) 「親力アップいきいき子育て広場」の利用状況

は、コンテンツの充実に努めたこと等により、

携帯電話用サイトとパソコン用サイトの合計

で 486,530 件となり、前年度比 73,566 件の増

加となりました。 

(2) 家庭教育の推進に係る協力企業等の数の増加

については、「子ども参観日」の実施において

公的機関での実施が減少する一方企業の実施

数は増加しており、企業との連携を一層強化す

ることにより解決することが可能であると思

われます。 

今後の取組 

(1) ウエブサイト「親力アップいきいき子育て広

場」のコンテンツの一層の充実を図るととも

に、市町村担当者の会議やＰＴＡ連絡協議会の

会議等、様々な場を利用して周知を図ります。 

(2) 県内の企業に対して、「ちば家庭・学校・地域

応援企業等登録制度」（23 年度新規事業）への

登録を働きかけ、働く父親・母親に対して、企

業と連携した家庭教育支援を行います。 

 

③豊かな学びを支える教育環境の整備 

目標：すべての子どもたちの学びを支える教育環境づ

くりに取り組むとともに、学校の運営改善に取

り組みます。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

35,387,780 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

34,838,552 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 教育関係職員の資質向上のため、専門的・実践的

な研修を行うとともに、教職員研修の総点検を行

い、新たな教職員研修体系に関する報告書を作

成、配付し、周知・徹底を図りました。 

(2) 私立学校に対し、学校法人の運営に要する経費等

への助成を行いました。 

課題 

(1) 授業研究を伴う校内研修を年間 7 回以上実施し

た中学校の割合が横ばい状態にありますが、授業

研究を実施しても校内の同教科の教員数が少な

いため専門的な意見や指導を受けることが難し

いことや、指導主事の指導を受ける機会にも限り

があるために、授業研究を実施することが難しい

体制にあることによるものと考えられます。 

(2) 社会目標の達成に向け、引き続き私立学校の経営

の健全性を高めるための支援が必要です。 

今後の取組 

(1) 教員の指導力アップのために研究授業の実施回

数が増えるように働きかけをしていきます。ま

た、ちば「授業錬磨の公開日」を実施し、他校の

授業を見たり、授業を公開したりする機会を設け

ます。 

(2) 私立学校の経営の健全性を高めるとともに、生徒

の修学上の負担軽減を図るため、学校法人の運営

に要する経費等への助成を行います。 

 
 

④一人ひとりに対応した特別支援教育の推進 

目標：障害のある子どもたちが自分の持てる力を最

大限に発揮できる教育環境づくりに取り組み

ます。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

216,058 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

214,852 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

特別支援アドバイザーを幼小中高等学校へ派

遣し、発達障害を含む障害のある児童生徒に応

じた適切な指導・支援の在り方について、教員

や特別支援教育支援員に対し、助言・援助を行

うとともに、個別の指導計画の作成とその活用

の推進に努めました。 

課題 

(1) 特別支援アドバイザーの派遣要請内容が多様

化、複雑化してきていることにより単なる課題

対応だけではなく、校内の指導体制や学校間の

連携に係る内容へと拡充されてきていること

への対応が必要です。 

(2) 高等学校においては、生徒指導との関係から発

達障害の基本的な認識や把握が困難であるた

め、中高の学校間連携を踏まえて、高等学校の

教職員を対象として個別の指導計画の作成の

必要性やその活用に関する理解、啓発を図って

いく必要があります。 

今後の取組 

(1) 特別支援アドバイザー研修を実践的な研修に

することにより充実させ、資質、能力の向上を

図り、派遣要請に応えていきます。 

(2) 高等学校における教職員を対象とした特別支

援教育に関する研修の中で、特別支援アドバイ

ザーの活用を図るなどして、個別の指導計画の

作成の必要性やその活用のあり方を重点とし

て取り上げるなど、引き続き理解、啓発を促し

ていきます。 

⑤多様化する青少年問題への取組 

目標：青少年の社会的・経済的な自立を支える体

制を整備します。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

130,654 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

121,411 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 第 17 期青少年相談員を 4,300 名委嘱し、資質

と意欲向上を図る「基本研修会」を県内 6 ヵ

所で開催（603 人参加）するとともに、葛南・

東葛飾・県央等で開催される「つどい大会」

（2,745 人参加）の活動を支援しました。 

(2) 青少年育成運動の中核となる青少年育成千葉

県民会議事業のうち、日常で感じている自分

の思いを作文にまとめた「私の思い―中学生

の主張」や、大学生等の青少年サポーターに

よる、小中学生を対象とした里山体験などの

環境学習を行う「子どもエコクラブ」等を支

援しました。 

課題                      

  インターネット上の有害情報の氾濫が問題と

なっていることから、青少年相談員等の協力を

得て、地域の子どもや保護者のメディアリテラ

シーを高める必要があります。 

今後の取組 

  青少年相談員活動への意欲向上や自覚を促す

ため、各地区の実態に即した課題について研修

を行う「課題研修」や、県下の青少年相談員が

一堂に会し、相互の連帯を図る「全体会」を開

催します。また、県民会議事業（「私の思い-―
中学生の主張」、「子どもエコクラブ」等）への

青少年の参加を促す魅力ある事業の展開や広

報・啓発に更に取り組んでいきます。小中学生

を対象とした里山体験等の県民会議事業への青

少年の参加を促す、魅力ある事業展開や、広報・

啓発に更に取り組んでいきます。 

【総括】 

政策分野２に掲げた５つの社会目

標については、概ね伸長傾向にありま

すが、必要な取組を講じているものの

進捗が緩やかな指標もあり、２４年度

目標の実現に向けて、一層の取組が必

要です。 

そのため、「人間力」の醸成や学校を核とした家庭・地域教育力の向上等の

取組強化を図るとともに、引き続き笑顔輝く、未来支える人づくりの実現に

向けた取組を推進します。 

 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学習指導」

に関する項目について「満足」「おおむね満足」と回答をし

た保護者の割合
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予算額 36,459,797 千円 

決算見込額 35,782,600 千円 

進展が図られている １ 

概ね進展が図られている ４ 

一部の進展にとどまっている ― 
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基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 

政策分野１「千葉の輝く魅力づくり」 
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成田空港の航空旅客数
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①光り輝く千葉の魅力発信 

目標：本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信し、千葉

県の知名度を高めます。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

721,443 千円 目標を達成 3 
決算見込額 目標を概ね達成 2 

634,168 千円 進展がない 1 
施策の概要（例） 

(1) 主に首都圏を対象として、県のイメージアップ、観光客の増

加や県産農林水産物の販路拡大等を図るため、在京キー局のテ

レビ番組やラジオ放送、新聞広告を活用し、千葉の魅力を発信

しました。 

(2) 「食の宝庫ちば」の知名度向上のため、県民や首都圏居住者

に向けた知事によるトップセールスなどにより販路開拓、販売

促進を図りました。 

課題 

(1) 東日本大震災の発生により、魅力発信に関する業務を差し控

えたため、イベントやキャンペーンなどの情報を主に在京メデ

ィア向けに発信する「千葉県ニュースリリース」の発行回数が

目標を達成できませんでした。 

(2) 県政に関する世論調査による「千葉県産農産物を購入したい」

と回答した県民の割合は、過去 3 か年の数字に届きませんでし

た。さらに「食の宝庫ちば」の知名度向上を図る必要がありま

す。 
今後の取組 

(1)(2)東日本大震災からの復興を目指した「がんばろう！千葉」

キャンペーンを中心に、引き続き知事のトップセールスを実施

するとともに、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」

を活用し、千葉県の魅力を県内外に発信していきます。 

②千葉の飛躍拠点である成田国際空港の機能拡充 

目標：成田国際空港の更なる容量拡大（年間発着枠 30 万

回）の早期実現を目指します。成田国際空港と都

心・東京国際空港（羽田空港）間の交通アクセスな

どを更に強化します。 
総括：進展が図られています 

予算額 主な取組 
22,925,501 千円 目標を達成 3 
決算見込額 目標を概ね達成 1 
19,957,862 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1)国際線基幹空港としての地位を確固たるものにするため、

国・県・空港周辺 9市町及びＮＡＡで構成する四者協議会にお

いて、成田空港の年間発着枠 30 万回への容量拡大について合

意しました。 

(2)平成 22 年 7 月 17 日成田新高速鉄道（成田スカイアクセス）

の開業により、都心と成田空港間が最速 36 分で結ばれ、空港

アクセスが飛躍的に向上しました。 

課題 

(1)今後も増加が予測される首都圏の国際航空需要に的確に対応

し、引き続き国際線基幹空港としての役割を果していくため、

年間発着回数 30 万回に向けて空港機能の拡充を進める必要が

あります。 

(2)成田・羽田両空港の一体的活用を推進し、首都圏の国際競争

力を維持・強化していく観点から、都心と成田空港間、都心と

羽田空港間及び両空港間の更なるアクセス改善が必要です。 
今後の取組 

(1)地元の理解と協力を得ながら空港機能を拡充するため、国・

県・空港周辺９市町及びＮＡＡの四者で協力して、住宅防音工

事などの環境対策・地域共生策の推進に取り組みます。 

(2)国の鉄道アクセス改善の検討に協力するとともに、鉄道アク

セス改善及びリニアモーターカー構想について、国への要望活

動を行います。 

③東京湾アクアラインによるポテンシャルの開花 

目標：東京湾アクアラインを有効に活用することにより、

県内に埋もれている多くの宝・ポテンシャルに磨き

をかけ、経済の活性化や地域振興を図ります。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 
14,002,163 千円 目標を達成 ― 
決算見込額 目標を概ね達成 3 
13,445,855 千円 目標に届いていない 1 

施策の概要（例） 

(1)アクアライン通行料金の引下げ効果を活かすべく、次世代を

担う高い技術力を持った企業・研究所を中心に 150 件の企業訪

問を実施し、かずさアカデミアパークへの誘致に努めました。 

(2) アクアラインの着岸地である金田地区などのポテンシャル

を高めるとともに、地域の交流と連携の強化や、物流の効率化

を図るため、千葉県における道路網の骨格をなす首都圏中央連

絡自動車道や東関東自動車道館山線の４車線化の整備促進を

国などに働きかけました。 

課題 

(1)東日本大震災の影響により、企業の立地計画に変更が生じた

ことなどから、22 年度は同パークへの立地企業はありません

でした。 

(2)アクアラインの通行料金引下げによる県内経済活性化に大き

な効果をもたらすためには、道路ネットワークの充実・強化を

早期に実現することが必要です。 

今後の取組 

(1)かずさアカデミアパークの立地優位性の高さを周知するた

め、現地視察ツアーの充実等さらに効果的な PR 活動を展開し、

積極的に企業訪問を行い、企業立地を促進します。 

(2) 引き続き、地元市町村及び関係団体と連携を図りながら、道

路整備の事業促進を国に強く働きかけていきます。 

④魅力満載「千葉の観光」 

目標：効果的なプロモーション活動により観光入込客の増

加を図るとともに、本県の持つ魅力を十分に生かし

た魅力的な観光地づくりを推進し、地域経済の活性

化を目指します。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

363,040 千円 目標を達成 2 
決算見込額 目標を概ね達成 3 

308,520 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1)観光資源の磨きあげに努めるとともに、トイレや駐車場など、

市町村等による観光関連施設の整備に対し 24 箇所の助成を行

い、魅力ある観光地づくりを推進しました。 

(2)千葉県観光の魅力を全国に発信するため、東京湾アクアライ

ンの社会実験、ゆめ半島千葉国体など、注目度の高いイベント

と連動し、切れ目ない観光キャンペーンを実施しました。 

課題 

(1) 「観光地魅力アップ緊急整備事業整備箇所数」が目標である

30 箇所を下回ったのは、市町村の財政状況等が制約要因にな

ったものと思われます。 

(2)東日本大震災の影響により、3 月は千葉県観光ホームページ

の利用者数が減少（前年同期比 31.4％減）し、県内の観光入

込客数も減少しました。 

今後の取組 

(1)引き続き、市町村等による観光関連施設の整備に対し助成を

行うとともに、特に民間事業者による公衆トイレの整備につい

ては、補助率をかさ上げし、整備促進を図ります。 

(2) 平成 23 年度は東日本大震災の影響により、観光入込客数の

減少が見込まれているため、「元気な千葉」を県内外に発信し

ていく観光キャンペーンなど、積極的な情報発信に努めます。 

【総括】 

政策分野１に掲げた５つの社会目標

のうち、観光入込客数及び宿泊客数に

ついては２２年の実績値が判明してい

ません。しかし東日本大震災の影響に

より、２３年の数値は他の指標も含め、

落ち込む可能性があります。 

そのため、成田国際空港の機能拡充や東京湾アクアラインを活用した戦略的な

観光振興の強化など、本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信することで、引

き続き、千葉の輝く魅力づくりに向けた取組を推進していきます。 

（本県には埋もれている宝・ポテンシャルがたくさんあります。東京湾アクアラインや、高い実力を持つ農林水産業、各地域が持つ豊かな自然環境や歴史・文化などの観光資源をはじめと

する、本県の持つポテンシャルを最大限に発揮させ、「光り輝く千葉」を目指します。） 

予算額 38,012,147 千円 

決算見込額 34,346,405 千円 

進展が図られている 1 

概ね進展が図られている 3 

一部の進展にとどまっています ― 

 

（施策①） 

（施策②） 

（施策④） （施策③④） 

（施策③） 

県内への企業立地件数

4362

80
90

64

24
0

20

40

60

80

100

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H24

 

（施策③） 
（件） （万人） 

（万人） （万人） 
（時間） （件） 

※グラフのH24 は

目標値 

H22－24 の 

累計 90 

増加を 

目指します 



基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 （県民の豊かなくらしを支える本県の活力ある経済を持続させるため、新事業・新産業の創出や企業立地を促進します。また、経済環境の目まぐるしい変化に対応し、 

政策分野２「挑戦し続ける産業づくり」     成長していく中小企業の経営基盤の強化を進めるとともに、産業人材を育成します。） 
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①新事業・新産業の創出と企業立地の促進 

目標：新規成長分野の振興と企業立地の促進、県内企業による新製品・新技術

の開発への支援などにより、地域経済の活力向上を図ります。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
4,723,357 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 1 
3,817,361 千円 目標に届いていない 2 

施策の概要（例） 

(1)県内企業が低炭素社会などの社会ニーズに対応した新製品・新技術の開発や新産業の

創出を行うためには、産学官の連携による研究開発が必要です。そのため千葉県産業

振興センターに研究開発コーディネーターを設置して、県内企業等による研究開発事

業を推進するとともに、企業相互間、企業・大学間の共同研究のためのネットワーク

の形成促進に向けて、シンポジウム、セミナーなどを開催し、10回、784名の参加があ

りました。 

(2)914 件の企業訪問活動や知事によるトップセールス等を通じて、国内外の企業・研究

所への誘致活動を展開しました。また、新たな工業団地の整備を進めるため、工業団

地適地の評価基準を作成した上で候補地の検討を進めました。 

課題 

(1)産学官の連携による研究開発を促進するためには、企業相互間、企業・大学間をコー

ディネートする役割が重要です。 

(2)企業立地に向けた誘致活動については、最近、投資が好調で、かつ、東日本大震災を

機に、東日本方面にリスク分散を検討している関西方面の企業の動向にも注視し、対

応する必要があります。 

今後の取組 

(1)産学官の連携による研究開発を促進するため、引き続き、研究開発コーディネーター

の設置やそのきっかけとなる機会の提供を行います。 

(2)大阪に企業誘致専門員を配置し、関西地区からの企業誘致を強化します。また、県等

の保有地を対象に、共同で事業実施する地元市町村の意向を踏まえ、企業のニーズや

事業採算性等を考慮しながら、新たな工業団地の整備候補地を選定していきます。 

②中小企業の経営基盤の強化 

目標：経済環境の目まぐるしい変化に対応し、成長していく中小企業の経営基盤の

強化を進めます。地域の特性を生かした商品開発やサービス提供を促進し、

県内の地域経済の活性化を進めます。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
164,267,597 千円 目標を達成 2 

決算見込額 目標を概ね達成 － 
163,366,994 千円 目標に届いていない 5 

施策の概要（例） 

(1)経営環境の厳しい中小企業の経営を支援するため、「チャレンジ企業支援センター」を開

設し、経営や金融に関する窓口相談を実施しました。また、セミナーの開催や専門家派遣

を通じて経営革新の取組を進め、22 年度中に経営革新計画を 110 件承認するなど新たな

事業展開を目指した中小企業の相談支援を行いました。 

(2)地域経済の基盤である農林漁業者と商工業者とが有機的に連携し、本県の強みである豊

かな農林水産品などの資源を最大限に生かすことを目指して、11 件の新商品開発等に助

成を行うなど農商工連携や地域資源活用等の事業を総合的に支援しました。 

課題 

(1)引き続き県内中小企業の立場に立った窓口相談や各種支援を行っていく必要があるほ

か、厳しい経営環境の変化に対応し、経営基盤の強化や発展を図るために有効である経営

革新制度（経営革新計画）について、これまで以上の計画の作成支援などが重要です。  

(2)農商工連携等の更なる支援に向け、県内関係機関や市町村等と農商工連携促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾁｰﾑ会議等の定期的な会合を持つなど、連携して事業を実施していくことが必要です。 
今後の取組 

(1)東日本大震災で被害を受けた中小企業からの相談が増加することが予測されることか

ら、職員の増員など相談体制の充実を図ります。また、引き続き経営革新制度の普及・啓

発を推進します。 
(2)引き続き、県内の農林漁業者と中小企業の連携による新商品等の開発や販路開拓を支援

します。また、農商工連携促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ会議を定期的に開催するとともに、本事業の

更なる認知度の向上に向けて広報活動を強化します。 

③雇用対策の推進と産業人材の確保・育成 

目標：雇用の場の創出・確保を図ります。求人と求職のミスマッチの解消に

努めるなど求職者の就労を支援します。働きやすい職場環境の整備を

促進し、地域の産業を担う産業人材の確保・育成を進めます。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
13,754,019 千円 目標を達成 2 
決算見込額 目標を概ね達成 － 
12,104,148 千円 目標に届いていない 2 

施策の概要（例） 

(1)大学等を卒業したが就職先が決まっていない若者を対象に、職場で必要な知識・

技術等を修得し、早期就職を支援する機会を提供するなど、国からの交付金を基に

設置した基金を利用して、県及び市町村が事業主体となって 816 件の事業を実施す

ることで、雇用の場の創出と継続的な雇用の支援を行いました。 

(2)意欲があっても就労、とりわけ正規雇用に至るのが難しい状況にある方の就業を

促進するため、主に離職者を対象に千葉県求職者総合支援センターで就労相談や就

職支援セミナー等を行ったほか、県内各地でも（再）就職セミナーを行うなど各種

の就労支援を実施しました。 
課題 

(1)上記基金については、一部を除き、平成 23 年度末で事業が終了することから、24

年度以降の雇用対策の検討が必要です。 

(2)施設を利用する相談者の抱える問題が多岐にわたり、専門的な相談を必要とする

方が増えてきましたが、施設の近隣住民の利用が多いため、遠方の利用者の希望に

応える体制の強化が望まれています。 

今後の取組 

(1)基金事業の活用を広く呼び掛け、雇用の場の創出に努めていくとともに、終了す

る一部基金については、国に対して事業期間の延長等を求めていきます。 

(2)各施設の遠方の人々の利便性を図るため、市町村等と連携した出張相談やセミナ

ーなどの実施回数を増やすなど、支援内容の充実を図ります。 

【総括】 

４つの社会目標のうち、「県内への企業立地件数」

指標以外は 22 年度の実績値がまだ判明していません

が、リーマンショックの影響等も残り、「県内製造品

出荷額等」などの数値はいまだ厳しい状況であると 

思われます。 

今後は東日本大震災により、県内経済の一層の 

悪化が懸念されることから、中小企業の経営基盤の強化や雇用機会の創出の強化などにより

県内の経済情勢の改善に取り組むとともに、新事業の創出と企業立地の促進を図ることで、

引き続き、挑戦し続ける産業づくりに向けた取組を進めていきます。 

求職者等への就労支援・職業能力開発を

通じた雇用創出人数
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予算額 182,744,973 千円 

決算額 179,288,503 千円 

進展が図られている － 

概ね進展が図られている － 

一部の進展にとどまっています 3 
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（施策①） 
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増加を 

目指します 

122,942 

116,079 

123,222 

増加を 

目指します 

※グラフの H24

は目標値 

H22－24 の 

累計 90 



基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 

政策分野３「豊かな生活を支える食と緑づくり」 

 
 
 

 
 

①農林水産業の生産力強化と担い手づくりの推進 

目標：首都圏立地の優位性を生かし、次世代に引き継げる力強い農林水産業を確立します。 
総括：一部の進展にとどまっています 
予算額 主な取組 
11,589,431 千円 目標を達成 １ 
決算見込額 目標を概ね達成 ４ 
8,081,162 千円 目標に届いていない ３ 

施策の概要（例） 

(1) 農産物の生産力を強化拡大し、実需者（量販店・レストラン等）や消費者のニーズに対応した力強い産地づくりを促進するため、パイプハウス（ビニールハウス）等による園芸作物栽培の施

設化や農作業機械の導入による省力化などによる既存産地の再構築を進めるとともに、業務・加工用の野菜や新品種の作物など、新品目を導入した産地に対する機械導入の支援等を行いました。 
(2) 森林の有する水源のかん養や、自然環境の保全、木材・林産物の供給等の多面的機能を高度に発揮させるため、計画的かつ効率的な間伐の実施を中心とした適正な森林整備を推進しました。 
(3) 水産資源の持続的な利用を図り、安定した漁業生産を確保するため、漁業者による漁具漁法の制限などの新たな資源管理方策の検討・見直し等を支援・指導するとともに、マダイ・ヒラメ・

アワビ等の水産資源を増やすための種苗（稚魚・稚貝）生産・中間育成・放流や、鋼製人工魚礁１基を製作・沈設するなどの取組を行うことにより、水産資源の維持・増大を図りました。 
(4) 新たに農林水産業への就業を志す者が、しっかりした技術と経営手法を身につけ、地域の農林水産業の担い手として就業することを支援するため、「農業塾」、「林業作業技術研修」、「短期漁業

技術研修」等の取組を実施し、本県農林水産業を支える担い手の確保を図りました。 
課題 

(1) ハウス等による施設栽培は、露地栽培に比べて気象条件や病害虫などの影響を受けにくく、農作物の生産が安定し所得向上が図れますが、多大な経費がかかるため、県が支援していく必要が

あります。 

(2) 木材価格の長期低迷や森林所有者の高齢化等により、森林所有者の林業経営への意欲が減退していることなどから、手入れが行われず多面的機能が低下した森林が増えており、森林所有者等

に森林整備の必要性を周知するとともに、森林組合等による森林整備の効率化をさらに推進する必要があります。 

(3) 東京湾の主要漁業であるアサリ漁業は、平成 19 年にカイヤドリウミグモの発生によりアサリが大量へい死して以来、資源が激減しているため、カイヤドリウミグモの駆除とアサリ増殖場造成

技術開発、移植・放流技術開発等によって回復を図る必要があります。 

(4) 農林水産就業相談会における水産関係の相談者が少なく、技術等に関する研修の受講に結び付いていかないことから、一層の情報提供の強化が必要と考えます。 
今後の取組 

(1) 引き続き、園芸作物栽培のハウス等による施設化の支援や、普及指導員による生産技術指導や経営改善指導等により、農業の生産力強化を推進していきます。 
(2) 森林所有者等による計画的かつ効率的な森林整備と木材利用を一層推進するため、森林施業（伐採、造林、保育等）に関する計画の策定・実行を支援するとともに、効率化に必要な路網と間

伐などの作業の効率化を図る、高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システムの検証と普及に取り組みます。  
(3) 水産業については、将来にわたって安定した生産を確保するため、資源量や地域の状況に応じた資源管理の再評価・見直しを促進するとともに、漁業者による新たな資源管理活動等を引き続

き支援します。また、魚介類種苗生産の効率化を図り良質な種苗放流に努めるとともに、魚礁設置による漁場環境整備を実施します。さらに、引き続きカイヤドリウミグモ対策に取り組みます。 
(4) 継続して農林水産業の担い手の育成に取り組みます。特に水産業の就業相談会については、インターネットやパンフレット、広報誌などによる情報提供を強化するとともに、高校生を対象と

した体験漁業の実施などにより、新規漁業就業者の確保と育成を図ります。 

②緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進 

目標：都市と農山漁村の交流を促進し、地域が一体となった農

山漁村の活性化を図ります。 
総括：一部の進展にとどまっています 
予算額 主な取組 
3,182,107 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 － 
1,788,614 千円 目標に届いていない ２ 

施策の概要（例） 

(1) 都市と農山漁村の交流促進により地域を活性化するため、都市住民等

による農林漁業の体験活動を受け入れる人材を育成する「グリーン・ブ

ルーツーリズム担い手養成塾」を実施し、修了生は累計で１１９名とな

りました。 
(2) 農業者だけでなく、地域住民や都市住民とともに個性豊かな地域づく

りを進めるため、４３市町村３２４組織で水路・農道の掃除や草刈りな

どを地域の共同活動の取組として行いました。 
課題 

(1) 年間延べ１，７０１万人の観光客が県内の観光農林水産業の観光地

（観光農園、観光牧場等）を訪れていますが（平成２０年）、一層の増

加を図るためには、グリーン・ブルーツーリズムの担い手の継続的な育

成や施設の機能強化、ＰＲ等が必要です。 

(2) 地域の共同活動の取組として、今後は、農村集落における災害からの

迅速な復旧体制づくりや、農業用水路・ため池等の農業用水利施設等の

長寿命化対策についても進めていく必要があります。 
今後の取組 

(1) 担い手養成塾による人材育成と併せて、農林漁業体験施設や直売所等

の都市と農山漁村の交流を促進する施設の機能強化（トイレ、休憩室、

景観整備など）や「ちばの直売所フェア」や「夏休み『千葉の海』丸ご

と満喫キャンペーン」などによるＰＲを行います。 

(2) 農山漁村における地域の共同活動に対する支援の対象に農業用水

路・ため池等の施設の長寿命化の活動を追加して、支援を継続していき

ます。 

【総括】 

政策分野３に掲げた２つの社

会目標は、平成２２年統計の結

果が公表されていない状況です

が、目標の実現に向けて一層取

組を進めていきます。 

特に、施策「農林水産業の生

産力強化と担い手づくりの推

進」及び「緑豊かで活力ある農 

山漁村づくりの推進」において、自給飼料作物の生産力強化、担い手確

保育成等を図るとともに、引き続き豊かな生活を支える食と緑づくりに

向けた取組を推進します。 

（全国屈指の農林水産業や生き生きとした農山漁村が次世代に継承され、県民をはじめ、首都圏の消費者に安全・安心な食材を提供し続けられるよう農林水産業の生産力を強化します。また、農林水産業

を支える意欲ある担い手の育成を進めます。さらに、都市と農山漁村の交流や田園・森林・海などの豊かな資源の有効活用と景観の保全に取り組み、緑豊かで活力ある農山漁村づくりを推進します。） 

予算額 14,771,538 千円 

決算見込額 9,869,776 千円 

進展が図られている ― 

概ね進展が図られている ― 

一部の進展にとどまっています ２ 
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（施策①②） 
 （位） 

※ グラフの H24 は目標値 



基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 

政策分野４「活力ある交流拠点都市・基盤づくり」（本県の発展を次世代につなげていくため、成田国際空港や千葉港などの社会資本を生かし、成田国際空港都市や柏・流山地域、幕張新都心、かずさ地域の交流拠点都市の形成や、それらを結ぶ鉄道網・広域

幹線道路網の整備、物流政策などを進めます。また、高齢化社会や県民の環境や景観に関する意識の高まりに対応した、だれもが安心して快適に暮らせる質の高いまちづくりを進めます。） 

 
 
 

 
 

①交流拠点都市の形成 

目標：「成田国際空港都市」「柏・流山地域」「幕張新都心」「か

ずさ地域」について、それぞれの特色を生かした地域

の形成を進め、本県の交流拠点都市としての充実を図

ります。 
総括：進展が図られています 

予算額 主な取組 
48,173,318 千円 目標を達成 １ 

決算額 目標を概ね達成 ３ 
34,799,181 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 「幕張新都心」では、未利用地の土地活用を推進するため、

若葉住宅地区で千葉市との開発行為の協議が成立したほ

か、豊砂地区で幕張新都心豊砂地区未利用地の早期土地活

用に係る基本方針を公表し、事業予定者をイオンに決定し

ました。イオンでは、公募地区内に総合スーパーやレスト

ランなどのほか、映画館やスポーツ関連の複合型交流拠点

を配置し、公募地区全体を一体的に活用する「幕張感動回

遊新都心」を提案しています。 
課題 

(1) 若葉住宅地区においては、新たに「輝く人と街並みが融合

する国際性豊かな街づくり」を基本理念にした「文教地区

未利用マスタープラン」（土地利用基本計画）の実現化を目

指します。 
なお、幕張新都心の中核施設である幕張メッセは催事開

催数がやや減少傾向にあります。 
今後の取組 

(1) 若葉住宅地区においては、基盤整備工事を行うとともに事

業予定者の募集に向け事業を推進します。また豊砂地区に

おいては、都市計画の変更及び基盤整備工事を行います。 
幕張メッセについては、案内表示等の改修など計画的な

施設整備を行うとともに、広報の充実や利用者サービスの

向上により積極的なイベント等の誘致を図っていきます。 

②交流基盤の強化 

目標：県民のくらしや物流を支える鉄道網、道路網、港湾を

整備し、利便性の向上を図り、交流を活発にさせます。 
総括：概ね進展が図られています 

予算額 主な取組 
36,463,084 千円 目標を達成 ４ 

決算額 目標を概ね達成 ２ 
27,213,989 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 経営の安定化や利用促進を図るため、東葉高速鉄道㈱など

鉄道事業者に対し出資等の必要な支援を行いました。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道等の高規格幹線道路の整備を促進

するとともに、こうした高規格幹線道路等の整備効果を県

内各地に波及させるため、銚子連絡道路等の地域高規格道

路や国道・県道の整備を進めました。 
課題 

(1) 東葉高速鉄道㈱は償還残高が膨大であることから、金利の

動向により経営状況が大きく左右されます。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道については、平成 24 年度供用が

確実になるよう、国に働きかけていくことが必要です。 
今後の取組 

(1) 東葉高速鉄道㈱は、第 2 次支援策（19~28 年度における関

係自治体による出資）を確実に実施するとともに、国・県・

市等で構成される「東葉高速自立支援委員会」において会

社のあり方や支援のあり方等について検討します。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道については、地元市町村及び関係

団体と連携を図りながら、事業促進を国に強く働きかけま

す。 

③県土の基盤の充実 

目標：安全かつ快適な都市の生活空間を創出し、高齢化する

社会資本の長寿命化を進め、さらに高速道路ネットワ

ークの効率的活用を図ります。 
総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

49,229,343 千円 目標を達成 ２ 
決算額 目標を概ね達成 ２ 

32,179,585 千円 目標に届いていない ０ 
施策の概要（例） 

(1) 土地区画整理事業については、現在木更津市等において施

行中の 6 地区に国と県による補助金等の支援を行いまし

た。また、つくばエクスプレス沿線地域では、幹線道路の

整備や駅周辺街区などのまちづくりを行いました。 
(2) 高速道路ネットワークの効率的活用を図るため、一体的で

利用しやすい料金体系の実現に向けた東京湾アクアライン

の料金引下げの社会実験を実施しました。 
課題 

(1) つくばエクスプレス沿線地域の土地区画整理事業整備面

積が目標値を下回りましたが、これは関係機関等との事業

調整に時間を要したことによるものです。 

(2) 東京湾アクアラインは、社会実験前（平成 20 年度）に比

べ交通量が 1.5 倍に増加し、経済波及効果は首都圏全体で

年間 358 億円と試算されるなど大きな効果があることか

ら、恒久的な料金引下げが求められます。 

今後の取組 

(1) つくばエクスプレス沿線地域の進捗を図るため民間のノ

ウハウを活用し事業のスピードアップを図っていきます。 
(2) 東京湾アクアラインの恒久的料金引下げについて、国に働

きかけてまいります。 

④人にやさしく美しいまちづくりの推進 

目標：県民のだれもが安心して快適に暮らすことができる、美

しく利便性の高いまちづくりを進めます。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 

29,014,933 千円 目標を達成 10 

決算額 目標を概ね達成 ０ 
20,954,037 千円 目標に届いていない ２ 

施策の概要（例） 

(1) 県の景観施策の方向性を示すため策定した「千葉県良好な景

観の形成に関する基本方針」に基づき景観セミナーを実施し

たほか、市町村が景観行政団体となって景観形成を推進でき

るよう「市町村連絡会議」等を開催し、情報提供等の支援を

行いました。 
(2) 鉄道駅エレベーター等の設置や超低床ノンステップバスの

導入について、市町村や事業者に対して補助を行いました。 
課題 

(1) 平成 22 年度末の景観行政団体市町村数は 13 市であり、未移

行の市町村が多数（41 市町村）存在しています。 
(2) 鉄道駅エレベーターについては、国の基本方針における整備

目標を目標値として掲げているため、目標が高く達成は難し

い状況です。乗合バス車両の低床化については、概ね目標達

成に向けて推移しております。 
今後の取組 

(1) 景観法が平成 16 年 6 月に制定され、県内市町村の景観行政

団体への移行も徐々に進んでおりますが、未移行の市町村も

多数存在することから、引き続き住民等に対する普及啓発活

動や市町村支援等の施策を実施します。 
(2) 引き続き市町村や事業者に対し補助を行いバリアフリー化

の整備を進めます。 

【総括】 

政策分野４に掲げた４つの社会目標はいずれも順調に推移し

ているものと考えており、供用開始に至っていないため横ばいが

続いている「県都１時間構想達成率」についても、２４年度の供

用開始に向けて高規格幹線道路等の整備が順調に進んでいるこ

とから、目標達成については問題ないものと考えております。 

また、各施策単位を見ても、概ね順調に推移していると考えて 

おりますが、施策「②交流基盤の強化」や「④人にやさしく美しいまちづくりの推進」については目標に届いていな

い主な取組もあり、今後とも地元市町村や関係機関等との連携を密に取組の強化を図るなど、活力ある交流拠点都

市・基盤づくりに向けた取組を引き続き推進してまいります。 

予算額 162,880,678 千円 

決算額 115,146,792 千円 
進展が図られている ２ 

概ね進展が図られている ２ 

一部の進展にとどまっている ― 
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計画の推進に当たって（総合計画第４章） 
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①チームスピリットの発揮 

目標：県と多様な主体との協働を推

進します。 
予算額 決算見込額 
146,184 千円 134,560 千円 

実施状況（例） 

(1) 県が抱える福祉やまちづくりなどの
課題の解決に向けて、市民活動団体向
けの協働に関する講座を開催するな
ど、相互理解の促進に努めた結果、
県・市町村と市民活動団体との協働事
業件数が３２４件に増加しました。 

(2) 県内事業者などとともに県内中小企
業の振興のための「第２次ちば中小企
業元気戦略」を策定し、また、地域貢
献に取り組む県内企業等３社との間
で新たに「地域振興・地域貢献に関す
る包括協定」を締結するなど、企業や
経済団体と協力・連携して、地域経済
の活性化と魅力ある地域づくりに向
けた取組を進めました。 

 
課題 
(1) 県内の市民活動団体の自立力・事業

力が強化されつつある中、地域の課題

の解決力を更に高めるためには、地域

における連携・協働を促進する支援等

が引き続き必要です。 
(2) 引き続き企業や経済団体と協力・連

携しながら地域経済の活性化を進め

ていくことが必要です。また、企業に

よる地域貢献については、継続を促す

取組を強化することが課題です。 
 
今後の取組 
(1) 市町村と市民活動団体との連携を促

進するための講座や意見交換会等を行

います。 
(2) 地域貢献を継続して行っていただく

ための取組として、包括協定締結企業

との懇談会を行っていきます。 
 

【総括】 

総合計画第４章に掲げた３

つの社会目標のうち、「県・市

町村と市民活動団体との協働 

事業の件数」及び「ブロードバンドの世帯普及率」は順調に推移していま

すが、「県の審議会等における女性委員の比率」は横ばい傾向にあり、２４

年度目標の実現に向けて、一層の取組が必要です。 

また、市町村の自主性・自立性の向上と連携強化、自治体間の広域的な

連携、地方分権の推進については、それぞれの課題を踏まえた取組を推進

していきます。 

予算額 2,361,812 千円 

決算額 1,647,836 千円 

 

②市町村の自主性・自立性の向上と

連携強化 

目標：分権型社会を共に担っていく

市町村の自主性・自立性の向

上を図るため、市町村を総合

的に支援します。 
予算額 決算見込額 
2,070,000 千円 1,383,048 千円 

実施状況（例） 

市町村への権限移譲の推進の取組と

して、市町村長会議等において、市町

村に移譲しうる権限のパッケージリ

ストの見直しを実施しました。 
 
課題 

権限移譲は、新たな事務を生じるた

め、通常、新たに人員・予算が必要と

なりますが、昨今の市町村の厳しい財

政状況等を踏まえると安易な人員

増・予算増は難しいことから、限られ

た人員と予算の中で、効果的・効率的

に事務を執行できるよう市町村に対

して助言・支援をしていくことが課題

です。 
 
今後の取組 

今後、地方分権改革で予定されている

「法令に基づく権限移譲」について、

市町村に対して円滑に実施できるよう

必要な支援を行います。また、法令に

基づく権限移譲を踏まえ効果的にパッ

ケージリストを見直すとともに、適切

な財政措置を講ずることで、新たな財

政負担を軽減し、一層、条例による権

限移譲を推進し、市町村の自主性・自

立性の向上を図ります。 

③自治体間の広域的な連携 

目標：首都圏をはじめ、全国の自治

体との協力関係を築き、自治

体間の広域的な連携を推進し

ます。 
予算額 決算見込額 

―千円 ―千円 
実施状況（例） 

(1) 平成２３年度の国の施策及び予算に

関して、全国知事会議で４２項目、関

東地方知事会議では２５項目の提

案・要望を全国知事会・関東地方知事

会として取りまとめ、要望活動を行い

ました。また、関東地方知事会の中に

各都県の企画担当部局長で構成する

事務レベルの「国の出先機関の廃止に

向けた広域連携のための協議会」を新

たに設置しました。 
(2) 九都県市首脳会議では、２９項目の

国への要望等を実施するとともに、同

会議の下部組織である環境問題対策

委員会、防災・危機管理対策委員会等

において首都圏の広域行政課題に対

する共同取組を進めました。 
 
課題 
(1)(2) 広域的な行政課題について、適時、

適切に国等への働きかけを行ってい

くとともに、自治体間の共同取組にお

ける更なる連携の強化を図っていく

ことが求められています。 
 
今後の取組 
(1)(2) 今後とも多くの自治体が連携して

行うことが効果的と思われる案件につ

いて、引き続き、全国知事会議や関東

地方知事会、九都県市首脳会議などを

通じて広域的な連携を図り、適時適切

な要望活動や共同取組に努めます。 

④男女共同参画 

目標：活力ある千葉県を維持するた 
め、男女共同参画社会の実現を

目指します。 
予算額 決算見込額 
140,628 千円 127,038 千円 

実施状況（例） 

 (1) 県行政の政策決定過程等における

女性登用を促進するため、「審議会等

における女性登用促進要綱」に基づい

て、委員等の選任に係る事前協議をう

け、登用の状況を把握すると共に課題

等を検証しました。 
(2) 地域において県や市町村とのパイプ

役となって男女共同参画を推進する

男女共同参画地域推進員の未設置市

町村へ働きかけを行った結果、設置市

町村が、前年度の３３市町村から３６

市町村へと増加しました。 
 
課題 
(1) 法令等に基づく職務指定があること

や、分野によっては女性人材が少ない

こと等から、県の審議会等における女

性の登用率が目標値の４０％に達し

ませんでした。 
(2) 男女共同参画地域推進員を設置して

いる地域に偏りがあるため、推進員未

設置市町村の状況を踏まえた働きか

けを行う必要があります。 
 
今後の取組 
(1) 女性人材リストの充実を図るととも

に、委員選任に係る事前協議において、

女性登用率改善に向けた積極的な提案

をする等、登用率の向上に向けた取組

を行います。 
(2) 地域推進員の設置や産業界の取組等

を促進するため、市町村、民間団体等

とのネットワークづくりを図ります。 

⑤ＩＴの利活用 

目標：総合計画の推進や地域の課題解

決に向けてＩＴの利活用を推進

します。 
予算額 決算見込額 

5,000 千円 3,190 千円 
実施状況（例） 

 (1) 情報セキュリティ事故を防ぐため、

職員が守るべき事項や対策を規定し

たセキュリティポリシーについて、職

員への浸透を図るため、新たに所属情

報セキュリティ責任者に向けた研修

を１０回行いました。 
(2) 平成２３年度から県及び市町村が共

同利用する、電子申請システム及び電

子調達システムの構築に取り組みま

した。 
 
課題 
(1) これまでのセキュリティ対策にもか

かわらず、ＵＳＢメモリの紛失などの

情報漏えい事故は後を絶たないこと

から、徹底した情報セキュリティ教育

の推進と、実効性のあるセキュリティ

ポリシーの整備が不可欠です。 
(2) 電子申請システムについては、参加

市町村、対象施設を増やすなど、今後

更に利便性を高める必要があります。 
 
今後の取組 
(1) セキュリティ研修を継続して実施し

ていくとともに、セキュリティポリシ

ーの遵守状況を庁内の所属間でチェッ

クを行う「相互監査方式」の本格導入

を進めていきます。 
(2) 平成２３年度から利用が開始される

電子申請システム、電子調達システム

について安定運用に努めるとともに、

利用促進を図ります。 
 

①地方分権の推進 

目標：地域の問題は、地域で選択・

決定し、それぞれの実情に合

った解決ができるよう、「地域

主権改革」の実現に向けた取

組などを推進します。 
予算額 決算見込額 

―千円 ―千円 
実施状況（例） 

(1) 真の分権型社会の構築につなげるべ

く、全国知事会等と連携して、国に対

し、地方税財源の充実確保や義務付

け・枠付けの見直しなどについて、提

言を行いました。 
(2) 地域主権改革に係る一括法案が成立

する場合に備え、県においても条例制

定等の対応が必要となることから、庁

内説明会等を開催し、庁内連携体制の

構築に取り組みました。 
 
課題 
(1) 国の取組が十分でない部分について

は、更なる改革の実現を今後も国に求

めていく必要があります。 
(2) 第２次一括法案の成立をにらみ、更

なる庁内及び市町村との連携の推進

を図る必要があります。 
 
今後の取組 
(1) 地方税財源の充実確保など、国の取組

が未だ不十分な分野について、知事会

などと連携し、新たに法制化された国

と地方の協議の場などを通じて国に対

し積極的に提言・要望していきます。 
(2) 更なる義務付け・枠付けの見直しや市

町村への権限移譲等に向けて、庁内及

び市町村との連携・サポート体制の一

層の強化を図ります。 

１ 計画推進の基本的考え方 ２ 千葉県の行財政基盤の強化 

設定した目標（Ｈ２４：３００件）をＨ２２

の実績が上回ったため、今後は４００件 

（Ｈ２４）を目指して取り組みます。 

（１④） 

※ グラフの H24 は目標値 

県・市町村と市民活動団体との
協働事業の件数
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ブロードバンドの世帯普及率

73.068.7
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